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伊万里市長 深 浦 弘 信 様 

 

 

伊万里市の平成２９年度分の行政評価に関し、平成３０年１１月２３日、２６日の 

両日に行政評価委員会による第三者評価を実施し、このたび本報告書を取りまとめまし

たので報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年２月１８日 

伊万里市行政評価委員会 

委 員 長   山 下 宗 利 

副委員長   黒 川 敦 子 

委  員   乗 田   泰 

委  員   島 田 美代子 

委  員   廣   勇 希 

委  員   加 藤 奈津実 
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一 行政評価について 

１ 行政評価委員会設置の目的 

伊万里市の行政評価について、行政外部の視点から市民に分かりやすい行政評価表の

記載についての意見を求め、評価精度の向上を促すことを目的として、当委員会を設置

しました。 

 

２ 行政評価委員会の役割 

当委員会の役割は、伊万里市が実施した行政評価の内容が市民にとって分かりやす 

く記載されているかについて意見を述べることにあり、①現状の把握や課題が適切に

認識されているか、②事務事業等の目的や指標（活動・成果）の設定は適切か、③分

析結果を踏まえて論理的な方向性が選択されているか、といった視点に基づいて検証

を行いました。 

 

３ 行政評価委員会の構成 

  人数：６人 

役  職 氏  名 所 属 団 体 等 

委 員 長 山下 宗利 
国立大学法人 佐賀大学 

芸術地域デザイン学部教授 

副委員長 黒川 敦子 公募委員 

委  員 乗田  泰 乗田公認会計士事務所 

委  員 島田 美代子 公募委員 

委  員 廣 勇希 公募委員 

委  員 加藤 奈津実 公募委員 

 

４ 第三者評価の方法 

当委員会においては、伊万里市が作成した評価表及び協議事項に沿って、評価担当 

者（評価表作成者）による説明を行った後、記載事項に対する指摘や助言を行うとと

もに、チェックシートによる評価を行いました。 
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５ 評価対象の選定 

  今年度は行政評価委員会で評価する対象の見直しを行っており、これまでの施策・事 

業群・事務事業の３段階での評価ではなく、市民により身近な事務事業を評価対象とし 

ています。 

 行政評価委員会の中で協議する事務事業の選定にあたっては、市民生活に直結する  

事務事業の中から１３の事業を選定し、評価を行いました。 

 

６ 行政評価委員会の経過 
 

 １０月２３日（火） １０月２６日（金） 

10:00-10:30 
委嘱状交付、委員長決定、 

評価方法の説明 

長寿社会課 

「敬老会開催事業」 

10:30-11:00 
まちづくり課 

「地域の元気推進事業」 

長寿社会課 

「老人団体支援事業」 

11:00-11:30 
まちづくり課 

「次代を創る研修事業」 

税務課 

「市税等賦課徴収事業」 

11:30-12:00 
学校教育課 

「特別支援児童生徒サポート事業」

福祉課 

「母子生活支援施設管理運営事業」

12:00-13:00 昼休み 昼休み 

13:00-13:30 
市民図書館 

「ブックスタート事業」 

農山漁村整備課 

「林業総務事業」 

13:30-14:00 
観光課 

「観光ＰＲ事業」 

健康づくり課 

「がん患者かつら購入支援事業」

14:00-14:30 
市民センター 

「市民会館管理運営事業」 

体育保健課 

「スポーツ団体支援事業」 

14:30- 事務連絡、解散 事務連絡、解散 
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二 第三者評価の総括 

行政評価委員会の役割は伊万里市が実施した行政評価の内容が市民にとって分かりや

すく記載されているかについて意見を述べることであり、次の 3 点に重点を置いてこれ

まで活動をおこなってきました。1：基本的な記載内容のチェック、2：現状等の分析状

況と指標の設定のチェック、3：分析結果を踏まえた論理的な方向性の選択、でした。 

今年度からはこれらの点を踏襲しつつも、少し修正を加えた第三者評価の方法を用いま

した。その方法としては、対象を市民に身近な事務事業に絞り、あらかじめ市が評価した

行政評価表に基づいて第三者の視点から再評価を行い、そして、特に協議したい案件を「協

議事項」として取り上げ、その内容について委員と担当課で質疑を行う、というものでし

た。そのため、評価対象項目が少数に限定され、また、より踏み込んだ形で第三者評価を

おこなうことができ、それは PDCA サイクルの後半部分である、【Check】評価から【Action】

改善へと評価の軸足を移すことであったと考えます。 

 11 施策 13 事務事業を対象としましたが、見直しの方向性の是非に関しては、「妥当」と

する事業が多かったものの、「不適当」と評価される事業もありました。後者の意見は少

数ですが、その評価理由を吟味し、どこに課題が存在するのか、またなぜそのような評価

になったのかを考慮し対応していただきたいと考えます。 

 事務事業の評価表については、従来からの指摘事項が職員に浸透してきたと感じられま

す。活動指標の設定はブックスタート事業を除いて適切とする意見が大半を占め、また少

し評価が下がるものの成果指標の設定についても敬老会開催事業を除けば適切とする評

価結果がみられ、現状等の分析状況と指標の設定は大きな問題はないと判断できます。 

一方で、まだまだ記載内容に難解な点があり、わかりにくい表現となっているものがあ

ることは否めません。さらに事務事業評価表の総合的な評価という点では、「よい」より

も「普通」が圧倒的に多く、今後、「悪い」「普通」を「よい」に向上してもらいたいと希

求します。 

 市民への行政サービスの向上に資するために、職員自らの自己点検と評価およびその改

善が理想的な姿であり、行政評価委員会の役割が近い将来にできる限り小さくなることを

期待します。 

 

 １ 各事務事業における協議事項と第三者評価結果の概要 

 【地域の元気推進事業】 

 ○協議事項「地域裁量枠予算の創設について」 

  地域裁量枠予算については、住民主導で対応できるような比較的軽微な案件への活用

を想定しており、区長会やまちづくり運営協議会の協力のもと地域課題調査を行い、地

域支援市職員がとりまとめたリストを作成している。 
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 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  地区・町単位の協議の中で、地域裁量枠予算の金額が未確定の状態では、どのような

事業に取り組むのか検討しづらいとの意見は出されているものの、地域課題リストを基

に、地区・町単位での取り組みについて、まちづくり運営協議会や区長会等で話し合い、

検討していただいており、今後、来年度に向けて適正な予算規模の決定を行う。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

  見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中４名 

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」自分の地域がどのような課題があるのか、将来どのような姿になればよい

か見直す機会になる。意見交換会の開催、若い人の意見の聴取も行ってもらいたい。 

  ・「妥当」地域裁量は悪く言うと「バラマキ」になりかねないので、地域で自ら考え

る創意工夫ができるというしっかりした基盤を作り、事業を行ってもらいたい。 

  ・「不適当」各町の話し合いを幅広く検討された方が良い。予算ありきの事業で単年

で終わるように思われる。 

 

 

 【次代を創る研修事業】 

 ○協議事項「派遣する研修の方針と人材育成の方針について」 

  分権型社会を担い、時代の変化に柔軟に対応できる人材を育成し、市民と行政との協

働によるまちづくりを推進するため、人材育成を目的とした様々な研修への参加や研修

会等の開催の支援を行うことにより、まちづくりの担い手の育成を行う。 

  

○見直しの方向性（担当課評価） 

  平成２９年度までは、市で選定した研修会等に市民及び職員を派遣してきたが、平成

３０年度からは、市民提案型の研修活動への助成に変更した。今後、地域の身近な課題

は住民自らの手で解決する自主的・自立的な地域（コミュニティ）づくりを担う人材の

育成が急務になると考えられるため、地域運営組織等の充実を見据えた人材育成に取り

組む。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

  見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中６名 

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」研修を受けた人たちの研修項目のリスト化並びに、研修を受けた人に市内

での報告会を開催してもらい、広く市民に情報発信を行っていただきたい。 
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  ・「妥当」周知の方法を要検討。研修終了後のフォローや、そこからまた一段階発展

させることができるような流れをつくることが必須。 

 

 

 【特別支援児童生徒サポート事業】 

 ○協議事項「支援員の配置のあり方について」 

  心身に障害をもった児童生徒の学習及び学校生活の介助・援助を行い、安心して学校

生活を送ることが出来るよう支援をするとともに、児童生徒の正常な学習環境を支援 

するため、各学校からの報告をもとに、支援を必要とする児童生徒数に応じて支援員を

配置している。  

 

○見直しの方向性（担当課評価） 

 対象児童生徒数の増加に伴い、支援員数も年々増加しており、財源の確保に課題があ

るものの、今後も支援を必要とする児童生徒数に応じた支援員の適正な配置を維持する。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

  見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中６名 

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」児童が安心して学校生活を送れるように支援維持してほしい。 

  ・「妥当」支援体制の維持は必要。職員の質の向上や財源確保が難しいという点を踏

まえ、創意工夫を期待したい。 

 

 

 【ブックスタート事業】 

 ○協議事項「ブックスタート事業のあり方について」 

  ３ヶ月児健診の折にブックスタート事業の主旨を説明し、絵本２冊とアドバイスブッ

クをプレゼントしている。説明の際には、実際にプレゼントする絵本を読み聞かせて、

保護者に赤ちゃんの様子を観察してもらっている。 

 

 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  赤ちゃんの頃から絵本に親しみ、親子が触れ合うきっかけを持つという効果は他では

得難いものであるが、絵本の購入費など事業予算を毎年捻出するのは難しい。事業は継

続していくが、民間活力の支援なども視野に入れ、予算を維持できるような計画を立て

る。 
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 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

 見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中５名  

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」家読活動へとつなげるために、またこの事業を続けるために見直しの方向

性は妥当と考える。より効果的な方策はないかを探っていただきたい。 

  ・「妥当」配本数だけがブックスタートではないと考える。家読率及び図書館来館回

数の増加の向上が目標であれば、これを達成する方策は別にも考えられるのではな

いだろうか。 

  ・「不適当」必ずしも２冊配る必要があるのか。プレゼントすることを目的とせず、

家読の浸透や図書館へ足を運ぶきっかけをつくることを目的にしてほしいです。 

 

 

 【観光ＰＲ事業】 

 ○協議事項「観光ラッピングバスの効果について」 

  福岡・伊万里間を走る高速バス（いまり号）3 台に全面ラッピングを施し、運行を   

行ってきたが、全面ラッピングにおける特殊シートの耐久年数が 5年であるため、更新

するか否かの判断が必要となり、これまでの観光ラッピングの効果検証が必要となった。 

 

 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  観光ラッピングバスの運行により、一定のＰＲ効果は果たしたと考えており、次回更

新から広告費もかかるため、更新はしない。今後、新たに福岡都市圏に向けて費用対効

果の高いＰＲ方法の検討を行う。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

 見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中６名  

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」観光ラッピングバスは所期の目的を達成したのではないか。次回は、ＳＮ

Ｓ等を使った情報発信に切り替えて行ったほうが良いのではないか。 

  ・「妥当」知名度ＰＲにはラッピングバスの効果はあると考えるが、今後の観光のあ

り方を考えると、ラッピングバスを更新しないのは評価できる。 

 

 

 【市民会館管理運営事業】 

 ○協議事項「市民会館の今後の運営のあり方について」 

  市民会館（大ホール、会議室等）の維持に要する経費は、平成２９年度決算額では事
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業費 17,867,027 円となっている。また、開館してから既に 47 年が経過し、外壁等の一

部改修は行っているが、設備類の老朽化は著しい状況である。 

 

 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  ホール施設は重要な施設であり維持していく必要があるが、建物本体や設備の寿命あ

るいは限られた予算で行うことを考慮すると、比較的新しい施設である市民センターの

維持に集中せざるをえない状況である。ただ、現状、収容人数の関係で、市民会館大ホ

ールで開催したいという利用者があるので、市民会館は大規模改修は行わず 低限の修

繕を行いながら使える間は利用していきたい。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

 見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中５名  

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」市内には 1,000 人を超える会場がなく、箱物を作るより 低限の修理を行

いながら維持してほしい。 

  ・「妥当」市民に対する行事を行うのには市民センターでは小さすぎる。市民会館の

存続は必要と考えます。 

  ・「不適当」市民会館の大規模な改修は行わず、必要 低限の修繕を行いながら利用

とありますが、老朽化が進んでいる中で大丈夫か。大きな事故等あった場合の対応

が心配される。 

 

 

 【敬老会開催事業】 

 ○協議事項「敬老祝金の支給のあり方について」 

  敬老の日を中心に市内各町において対象者を招き、老人を敬愛し長寿を祝うために、

敬老会を開催しており、平成 27 年度からは、88 歳を対象に 3千円を支給している。 

 

 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  今後、支給対象者は増加していくと推測されるため、他市の状況を鑑みながら、継続 

するのか、あるいは廃止にし、減額部分を他の高齢福祉事業に充てることができるのか 

などを検討していく。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

 見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中４名  
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  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」今後、高齢化が進む中で祝金は廃止しても良いのではないか。敬老会につ

いても、各町検討してほしい。 

  ・「妥当」祝金を廃止されるのであれば、その分を何に充てるのかを説明できる状況

で行われた方が良い。 

  ・「不適当」長寿を祝う会だから継続してほしい。祝い金対象者についても現状維持。 

 

 

 【老人団体支援事業】 

 ○協議事項「老人クラブへの補助のあり方について」 

  伊万里市老人クラブ連合会及び単位老人クラブにおいて、老人クラブ会員増強運動、

健康づくり・介護予防活動、地域支え合い活動等を支援するために補助金を交付し、ち

らしやホームページ等で老人クラブの紹介を行っている。 

 

 

 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  今年度は区長会に出向き、老人クラブについて地域の実情やご意見等を伺った。課題

を整理し、伊万里市老人クラブ連合会と協議しながら、老人クラブ会員の増強に向けて

取組んでいく。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

 見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中６名  

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」会員数が増加すれば、活動内容が充実するかどうか不明。会員数増強より

も内容が充実する方向で見直しを行ってもらいたい。 

  ・「妥当」高齢者は増加しているものの、地域との結びつきが薄まっているので会員

数が減る一方になるおそれがある。会に入るメリットをアピールすると共に地域の

結び付きを強化することも必要。 

 

 

 【市税等賦課徴収事業】 

 ○協議事項「前納報奨金制度のあり方について」 

  全期前納報奨金制度は、納税意識の向上や税収の早期確保を目的に創設された制度で

あり、地方税法及び市税条例等に基づき、市県民税と固定資産税を対象に、第１期の納

期限までに全期分を一括して納付した場合に報奨金を支払っている。 



- 9 - 

 

 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  ここ数年の取り組みの中で特徴事業所の増加や口座振替利用者の増加などにより、収

納率も向上するなど若干状況が変わってきている。厳しい財政状況が続く中、教育環境

の整備など限られた財源を有効に活用する観点から、報奨金の廃止を検討する。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

 見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中５名  

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」口座振替が進むと思われる。県内では伊万里市と２町のみで大きな影響は

出ていない。 

  ・「妥当」現状、県内で１市２町しかない制度でもあるため、廃止の検討が必要。報

奨金の財源は他の施策にあててもらいたい。 

  ・「不適当」全期前納報奨金制度で税収を早期に確保したほうがよい。廃止するより

滞納者の収納率を上げた方がいいのではないか。 

 

【母子生活支援施設管理運営事業】 

 ○協議事項「母子生活支援施設の今後の運営のあり方について」 

  経済的な理由などのため、子どもの養育が十分にできない場合に、母子ともに入所し、

支援員が生活や就労等の相談等に応じるなどの自立支援を行う。施設の老朽化に加え、

居室の狭さや共同浴室の形態、また集団生活の面から入所者が減少しており、現在入所

者が 1世帯となっている。 

 

 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  施設が担っている住居の確保及び自立支援に係る代替措置を講じた上で、施設におけ

る支援から在宅による支援へ支援方法を変更する。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

 見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中６名  

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」市の施設でなければならないという明確な理由が見つけられない。自立を

促すためにも、公営・民間住宅の方がよいと思われる。 

  ・「妥当」費用対効果が全く取れていない。他の施策で十分な対応ができると考える。

要支援対象者の生活環境が十分かも検討と考える。 
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 【林業総務事業】 

 ○協議事項「ツル越冬監視事業のあり方について」 

  市ではツルの越冬地分散化事業に協力し、ツルの保護活動に貢献する目的で平成１５

年度からツルの越冬事業を実施している。近年は鳥インフルエンザ等を考慮し、11 月か

ら翌年２月末までの期間ツル監視・観察を伊万里ツルの会並びにボランティアの方の協

力により実施している。 

 

 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  ツルの越冬羽数の増加も見込めないと思われるため越冬監視事業については廃止を

する。今後については、日本野鳥の会で監視・観察の継続を検討されている。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

 見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中６名  

＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」大規模な越冬事業を行うことがなければ、ボランティア団体への移管が望

ましいと考える。 

  ・「妥当」予算としては行政は手を引くとしても、一般団体と連携して状況把握は常

にしていただきたい。 

 

 

 【がん患者かつら購入支援事業】 

 ○協議事項「かつら購入にかかる補助のあり方について」 

  補助金交付要綱に基づき、補助対象経費を（１）全頭タイプのかつらの購入に要する

経費（２）がん治療受診証明書の取得に要する経費とし、補助金の額は 15,000 円を限

度としている。 

 

 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  脱毛による容姿の変化を伴いながらも、治療前と変わらぬ生活を送るためにも、容姿

の変化を補完するかつらの存在は大きいと言えるが、経済的な負担が大きい。そこで、

がん患者の経済的負担の軽減のため、補助限度額を 15,000 円から 20,000 円に増額する。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

 見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中４名  

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」県内のリーダー的事業になってもらいたい。 
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  ・「妥当」がん患者の軽減になれば良いのではないか。 

  ・「不適当」伊万里市のリーディング事業であれば、20,000 円という金額を他の自治

体からもってくるのではなく、金額についても十分な精査をして検討してもらいた

い。 

 

 

 【スポーツ団体支援事業】 

 ○協議事項「スポーツ団体への補助のあり方について」 

  スポーツの振興については、市と市民が連携・協力して行っていくことが重要である

ため、本市のスポーツ振興の母体となる団体（市体育協会と市スポーツ少年団）に対し

運営費の一部を補助している。 

 

 

 ○見直しの方向性（担当課評価） 

  これまでにも補助金の削減を行っており、現状以上の減額は厳しい状況である。この

ため、現状のままの補助を継続して行うこととし、適正な交付金額とするため、補助金

交付団体の決算状況を把握していく。 

 

 ○見直しの方向性についての第三者評価結果 

 見直しの方向性が妥当と評価した委員数  ６名中３名  

  ＜委員意見抜粋＞ 

  ・「妥当」目的と予算がかみ合っていないように思える。補助金の交付目的と現状を

見直すことが必要と思う。なにも減額だけが正しい方向ではないと考える。 

  ・「妥当」スポーツ振興は市と市民が協力していく重要な団体なので維持。 

  ・「不適当」現状、団体の状況を把握しておらず適正化が図られていないかのような

印象を受ける。話をお聞きすると完全な現状維持なので、見直しにはあたらない。 

 

 

２ 第三者評価結果の詳細について 

別冊「伊万里市行政評価委員会による第三者評価結果一覧」のとおりです。 
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